皆さんの食卓に
おいしい野菜と、楽しい情報を
お届けできるよう
一生懸命頑張ります！
多摩青果職員 東京たまお(25)

1.たまおが

『

ほうれん草

ほうれん草
ヒユ科

』

の旬について考える

2.多摩青果で取り扱う

原産地：西アジア

■東京多摩青果のほうれん草の年間入荷量に対する、各月入荷量の占める割合(％)

8.0%

』
日本へのほうれん草の伝来

ほうれん草の種類は大きく分けて２種類。
【東洋種】剣葉、根本が赤い、アクが少なく甘みが強い
【西洋種】主に丸葉、肉厚、比較的暑さに強い
日本では東洋種が一般的でしたが、近年では東洋種と西洋
種、それぞれの優れた特徴を活かした【交雑種】が主流と
なっています。

【東洋種】

東京多摩青果Ｈ21～23年入荷量より
【西洋種】

12.0%
10.0%

ほうれん草

ほうれん草

江戸時代に中国やヨーロッパを経由して東西から日本に伝来しました。関東を中心に日本全国で栽培されて
おり、平成22年の全国年間収穫量は約27万トン。緑黄色野菜としての注目度も高く、最近ではパンやパスタ
に練りこまれたり、スイーツにも使われるなど、活用される料理の幅は拡大しています。
14.0%

『

12.1%

10.1%

10.0%
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■産地別 年間入荷量に対する、各月入荷量の占める割合（％）
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プロリンとは、旨味・甘味など
を構成するアミノ酸の一種。栽
培講習を受けた生産者が、畑の
土壌診断に基づき、プロリンを
含む有機質肥料を使用して育て
ています。群馬県オリジナルで
す！

【西洋種】
【交雑種】

ノーベル（写真：タキイ種苗株式会社）

ちぢみほうれん草

サラダほうれん草

葉や茎が縮んでシワがよっ
た種類。冬の寒さにさらし
糖度を高めてから出荷して
いるため、「寒じめほうれ
ん草」の名前でもお馴染
み。12月下旬～3月上旬の
冬季限定です！

水耕栽培され、葉が柔らか
く、アクの原因であるシュ
ウ酸の少なさが特徴。無加
熱調理なら、栄養丸ごと摂
取可能。生食用におススメ
です！

■多摩青果に入荷するほうれん草の主な産地

東京多摩青果Ｈ21～23年入荷量より

0%

日本（写真：タキイ種苗株式会社）

プロリンほうれん草

3.1%

2.0%

【東洋種】

12月

岩手県
秋田県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
東京都
長野県
その他
春まき栽培～夏まき栽培

秋まき栽培

春は関東・東北を中心に甲信越・東海地区と、各産地からの入荷が揃います。その後、夏に
向け気温が高くなってくると、北海道・東北・長野といった冷涼産地の入荷比率が高くなってき
ます。特に北海道・東北産地については、5～8月の4ヶ月間の入荷で、年間入荷量の約55％
を占めています。 日照時間が長くなるとほうれん草の生長が早くなり、収穫までにかかる日
数も短くなります。そのため、冬場のほうれん草に比べると、葉肉が薄く、全体的に細めのほう
れん草が出回ります。

年間で最も入荷量が多くなります。11月～3月
については、全体入荷量の約90％以上を関東
産が占めます。 ほうれん草は、寒さに耐えるた
めに糖を作り溜めます。収穫までの生長にも時
間がかかる分、葉が肉厚です。栄養もたっぷり蓄
えており、一番甘くておいしい時期です。

ほうれん草の生育適温は15～20℃。寒さには強いですが暑さや多雨に弱く、夏場は採れない野菜でした。しかし現在では、品種
改良による耐暑性の向上、雨よけのハウス栽培などの普及に加えて、北海道・東北、または標高の高い冷涼産地を活用すること
で、周年出荷が可能になっています。

岩手

群馬
千葉・埼玉に続き、全国第3位
の出荷量を誇ります。通常のほ
うれん草に加え、冬場のちぢみ
ほうれん草や、オリジナルブラン
ドのプロリンほうれん草など、バ
リエーションも豊かです。

年間出荷量は東北第1
位。春から夏にかけて吹
く海からの冷たく湿った
風、「やませ」による冷涼
な気候を活用し、関東産
の出荷が減る夏場を支え
る産地となっています。

長野

茨城

日本一標高の高いＪＲの駅は、
野辺山高原駅(1345m)。多摩
青果には、その野辺山高原の冷
涼な気候で育てられたほうれん
草が入荷します。東北産地と共
に、夏場を支える産地です。

平成20年以降の農業算
出額は、北海道に次ぐ全
国第2位の大農業県。冬
場、特に年明けがピーク
ですが、年間を通し安定
的に入荷しています。

東京

埼玉

清瀬市・東久留米市の個人出荷者を中心に周年入荷していま
す。地場物としての人気があるだけでなく、鮮度・品質も良く、
都外へも多く販売されています。

年間出荷量全国第2位。産地と市場の距離が近い
のも魅力の1つ。冬場を中心に入荷しており、多摩
青果の年間入荷量では第1位の産地です。

こちらのレシピの詳細は
レシピページにて公開！
TOP→取扱商品→レシピ

3.『

ほうれん草

』もっと知りたい！もっと美味しく！

4.実践！『

ほうれん草

』を味わうシンプルレシピ

ほうれん草を料理する際に気になるのが、舌を刺激する渋いような‘えぐみ’。そもそも‘えぐみ’とは？？
「えぐみ」
ほうれん草の‘えぐみ’は、主にシュウ酸という成分に起因します。
シュウ酸はたいていの植物に含まれていますが、その植物の多くは水に溶けない形（不溶性）でシュウ酸
を含んでいます。ところが、ほうれん草のシュウ酸は水に溶ける形（水溶性）で含まれ、その含有量も多い
ため、特に‘えぐみ’を感じる原因になります。

水溶性シュウ酸
＋
唾液
【材料】
えぐみ

結果

【 湯の条件 】
（Ａ）水 1L
（Ｂ）水 1L + 塩 小さじ1
（Ｃ）水 1L + 塩 小さじ1 + 油 小さじ1/2
（Ｄ）水 1L + 砂糖 小さじ1
（Ｅ）水 1L + 料理酒 大さじ1

職員13名が試食し、‘えぐみ’について3段階で評価したところ・・・
・より‘えぐみ’が感じられると評価された順に、
（Ａ） ＞ （Ｂ） ＞ （Ｃ） ＞ （Ｄ） ＞ （Ｅ）
（Ｅ）については、ほうれん草の甘味が感じられるという声が多く、
8名が最も美味しいと評価しました。

まとめ

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

今回の実験では、「塩茹で」の効果は、‘えぐみ’の減少についてのみ確認
できました。ただし、塩以外の調味料を使用して茹でた場合でも‘えぐみ’の減
少が確認できましたので、必ずしも「塩茹で」である必要性はないようです
（注. 料理酒には塩分が含まれています）。

【材料】

ほうれん草

合挽き肉

油

塩・胡椒

①ほうれん草はざく切りにし、油をからめておく
②合挽き肉を炒める
③肉に軽く火が通ったら、ほうれん草を加え、炒める
④塩・胡椒で味を整えて出来上がり

（Ｅ）
【材料】

炒めて使う時は・・・
補足

ポン酢

・調理後の茹で汁について、それぞれに大きな差は見られない
・調理後のほうれん草についても、それぞれについて色の違いは見られない
※茹で時間を3分間に延ばした場合でも、塩の有無による
調理後の茹で汁・ほうれん草の色に違いは見られませんでした。

調理後の茹で汁

調理後のほうれん草

豚ばら肉
水
大根おろし

①ほうれん草・豚ばら肉は食べやすい大きさに切る
②鍋に日本酒と水を1：1の割合で煮立たせる
③鍋に肉とほうれん草を加える
④大根おろしとポン酢のタレに付けて食べる

「青菜は塩茹でするのが一般常識」、それって本当ですか？
塩茹での効果と必要性を確かめよう！
（2012年10月実施）
【 材料 】
ほうれん草 200ｇ

ほうれん草
日本酒

炒める前に
炒めている途中に

●水にさらしておく
●油を絡めておく
●少量の水を加えすぐに茹でこぼす
といった処理を行うと‘えぐみ’が減少しました。

ほうれん草のシュウ酸はカルシウムと結合することで不溶性に変化し、油によってコーティングされることで唾液に溶け出にくくなり、それぞ
れえぐみを感じにくくなると言われています。
そこで、水のみで茹でたほうれん草を、（Ａ）-１ そのまま、（Ａ）-2 鰹節和え、（Ａ）-3 ごま油和え の
3種類で食べ比べてもらいました。

（Ａ）-1

（Ａ）-2

ミニトマト
オリーブオイル

シーザードレッシング

①ほうれん草はざく切りにし、ミニトマトは半分に切る
②ベーコンを切り、オリーブ油でカリカリに炒める
③①・②を混ぜ合わせる
④食べる際に、シーザードレッシングをかけて完成

‘えぐみ’対策は他にないの？
「＋カルシウム」、「＋油」で食べてみよう！

【結果】 より‘えぐみ’を感じられると評価された順に、 （Ａ）-1 ＞ （Ａ）-3 ＞ （Ａ）-2
（Ａ）-2、（Ａ）-3が一番‘えぐみ’を感じると評価した職員もいましたが、
確かに「＋カルシウム」、「＋油」によって食べやすくはなるようです。

ほうれん草
ベーコン

（Ａ）-3

‘えぐみ’も含めて「ほうれん草」という意見もありましたので、一概に‘えぐみ’がなくなればいいというわけでもないようですね。

ほうれん草の秘密を知っている！他にはこんな食べ方がオススメ！など
みなさんからの情報、ご意見・ご感想ぜひお寄せください！
もちろん！ほうれん草に限らずその他野菜果物なんでも大歓迎です！
宛先 メール：kaihatsu@tamaseika.co.jp お手紙：東京都国立市谷保367 東京多摩青果㈱ 開発課
参考・資料） WEB ・農林水産省-統計情報 野菜生産出荷統計（平成22年産）
・日本植物生理学会
他
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他

担当：久末

